
授業参観週間　時間割・授業予定

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

１限目 科目 保健 科学と人間生活 科学と人間生活 国語総合 国語総合 理数地学 倫理 倫理 倫理 現代文 理数化学 現代文

8:50-9:40 場所 １－１ 化学階段教室 生物実験室 １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ 化学教室 ２－６

内容 性感染症 課題学習 火山 評論 古文 金属結合 近代西洋思想 近代思想 社会契約説 こころ 酸化還元反応 こころ

２限目 科目 世界史 国語総合 数学 保健 理数地学 国語総合 数学 化学 化学 現代文

9:50-10:40 場所 １－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－３ 化学階段教室 化学教室 ３－４

内容 ｳｨｰﾝ体制 古文 確率 薬物 金属結合 古典 数列 課題学習 遷移元素 評論演習

３限目 科目 保健 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ﾍﾞｰｼｯｸｻｲｴﾝｽ ﾍﾞｰｼｯｸｻｲｴﾝｽ 現代文 現代文 現代文 英語表現 政治経済 政治経済

10:50-11:40 場所 １－３ １－４ 第一物理室 パソコン室 ２－５ ２－６ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

内容 薬物乱用 Challenge Your Limits 運動方程式 プレゼン資料作成 こころ こころ 小説演習 速読 市場機構 国内総生産

４限目 科目 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 国語総合 世界史 ﾍﾞｰｼｯｸｻｲｴﾝｽ ﾍﾞｰｼｯｸｻｲｴﾝｽ 数学 生物基礎

11:50-12:40 場所 １－１ １－２ １－３ １－４ パソコン室
物理階段教室・

第一物理室 ２－１ ２－２

内容 Challenge Your Limits Challenge Your Limits 評論 産業革命 プレゼン資料作成
力学・

運動方程式
問題演習等 体液の恒常性

昼　　食

５限目 科目 国語総合 ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ 古典 保健 古典 古典 英語表現 化学

13:25-14:15 場所 １－１ ﾊﾟｿｺﾝ室 ２－３ ２－４ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４

内容 枕草子 ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞﾃｽﾄ 史記 医療品と健康 漢文 漢文演習 速読 実力考査返却・解説

６限目 科目 数学 世界史 保健 現代文 理数化学 現代文

14:25-15:15 場所 １－１ １－２ ２－１ ２－２ 化学教室 ３－６

内容 確率 ｳｨｰﾝ体制 医療品と健康 こころ タンパク質 評論

清　　掃

７:限目 科目 科学と人間生活 数学 英語表現 数学 現代文 数学 数学 数学

15:35-16:25 場所 １－１ １－２ 1-3・１A １－４ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４

内容 火山の仕組みと災害 確率 不定詞 確率 こころ 対数関数 数列 問題演習等剣道・柔道・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 英文法 進路学習等 漢文

体育 英語表現 錦江湾学（総合的な学習の時間） 古典Ｂ

武道館・体育館 2-5・2-6・２Ｂ 教室等 3-5・3-6・共用Ｂ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾊﾟｽﾃﾙ画・印鑑作成 Challenge　Your　Limits 問題演習等 実力考査返却・解説等 睡眠のなぞ 問題演習等

音楽室・美術室・書道室 1-5・1-6・１Ｂ 2-3・2-4・地歴講義室 第一物理室・生物実験室 3-1・3-2 3-3・3-4・３Ｂ

音楽・美術・書道 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 世界史・日本史・地理 理数物理・理数生物 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学

音楽室・美術室・書道室 1-5・1-6・１Ｂ ２－１・２－２ 2-5・2-6・２Ｂ 物理階段教室・生物実験室

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾊﾟｽﾃﾙ画･篆書 確率 長文読解等 数列・問題演習 電磁誘導・神経と筋肉

柔道・剣道等 長文読解等 演奏・ﾊﾟｽﾃﾙ画・ｶﾚﾝﾀﾞｰ・献立作成 実力考査返却・解説等 問題演習

音楽・美術・書道 理数数学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 理数数学 理数物理・理数生物

世界史・日本史・地理 理数数学

武道館等 2-5・2-6・２Ｂ 音楽室・美術室・書道室･被服室 3-4・3-3・地歴講義室 3-5・3-6・３Ｂ

ｻｯｶｰ・柔道・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 実力考査返却・解説等 長文読解等 演奏・ﾊﾟｽﾃﾙ画・ｶﾚﾝﾀﾞｰ・ﾀﾝﾊﾟｸ質

体育 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 音楽・美術・書道・ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

体育 世界史・日本史・地理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 音楽・美術・書道・ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・武道館・体育館 2-1・2-2・地歴講義室 ２－３・２－４ 音楽室・美術室・書道室･被服室

音楽室・美術室・書道室 武道館・体育館等 3-1・3-2 3-5・3-6・３Ｂ

歌曲ﾃｽﾄ・ﾊﾟｽﾃﾙ画・刻字 剣道等 問題演習等 問題演習

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ等 問題演習等 長文読解等

音楽・美術・書道 体育 数学 理数数学

体育 数学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語

体育館等 3-3・3-4・３Ａ 3-5・3-6・３B

○掲載内容は予定です。職員の急な出張等，諸般の事情で変更になる場合があります。
○また，授業内容は10月中旬に調査した時点での予定です。進度が前後して内容が異なる場合があります。

○11月２日（金）


